
東日本大震災津波からの 
復興に向けた取り組み 

～ いのちを守り 海と大地と共に生きる 
   ふるさと岩手・三陸の創造 ～ 
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岩手県復興局総務企画課 

計画担当課長 小野 博 

【日独バイオマスデー 岩手シンポジウム】 



本日の構成 
 
 
１ 東日本大震災津波の被害概要  
 
２ 復興に向けた取組状況 
   (１) 岩手県復興計画の概要 
    (２) 「安全」の確保  (３) 「暮らし」の再建  (４) 「なりわい」の再生 

 

３ 復興の現状と課題 
    (１) 進む人口減少（いわて復興インデックス） 
    (２) 被災者の現状（いわて復興ウォッチャー調査） 
    (３) 迅速な復興のための主要課題 

 

４ 新たな飛躍に向けて 
    ～国際科学技術研究の推進～ 
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１ 東日本大震災津波の 

 被害状況 
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（１）被害の概要 
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被 害 の 区 分 被 害 備 考 

人的被害※1 

死者数 4,672人 

行方不明者数 1,144人 

負傷者 209人 
一部、負傷者数を把握できていない市町村が
ある。 

家屋被害※1 全・半壊 25,023棟 

産業被害 

農林業被害 984億円 
農地・農業用施設639億円、農業施設29億円等 
林業施設221億円、森林60億円等 

水産業・漁港被害 5,649億円 
漁港4,527億円、漁船338億円、 
水産施設等366億円等 

商工業被害 1,335億円 
津波による流出・浸水被害の推定額であり、
地震による被害は含めていない。 観光業（宿泊施設）

被害 
326億円 

計 8,294億円 

公共土木施設被害 

（平成23年12月23日ま
でに実施した災害査定
結果による） 

河川・海岸・道路等施
設被害 

2,031億円 
海岸695億円、道路183億円、河川956億円、 

下水道139億円等 

公園施設被害 7億円 
（注）2市1町4箇所（査定見込み額78億円）で、
がれき処理の都合により、査定未了。 

港湾関係施設被害 442億円 

計 2,479億円 

※1 平成25年9月30日現在 

※2 各項目の計は、端数処理のため、合計値と一致しない場合がある。 



（２）被害の特徴 ①推定資本ストック被害額・被害率 
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（備考）１. 推定資本ストック被害額及び被害率については、株式会社日本政策投資銀行推計 

       （出典： http://www.dbj.jp/ja/topics/dbj_news/2011/html/0000006633.html） 
     ２. 沿岸部は、海岸線を有する市町村、内陸部はその他の市町村としている。 

     ３. 福島第一原子力発電所事故がもたらした様々な被害は、本推計には含まれていない。 

     ４. 県別GDPは、「平成２１年度の県民経済計算について」（平成24年２月29日 内閣府経済社会総合研究所国民経済計算部）による 

       （出典：http://www.esri.cao.go.jp/jp/sna/data/data_list/kenmin/files/contents/pdf/gaiyou1_1.pdf）  

  

  

推定資本 
ストック 

推定資本ストック被害額（単位：10億円） 被害率 ＧＤＰ値 
被害額が 
GDPに占
める割合 

Ｂ/Ｃ 
  

Ａ 

生活・社会
インフラ 

住宅 製造業 その他 合計 
Ｂ Ｂ／Ａ Ｃ 

  内陸部 26,369 457 22 64 211 754 2.9%       

岩手県 沿岸部 7,449 1,943 607 191 781 3,522 47.3%       

  合 計 33,818 2,400 629 255 992 4,276 12.6% 4,255 1.00  年分 

  内陸部 31,443 856 40 148 551 1,595 5.1%       

宮城県 沿岸部 23,182 2,031 1,446 290 1,130 4,897 21.1%       

  合 計 54,625 2,887 1,486 438 1,681 6,492 11.9% 8,007 0.81  年分 

  内陸部 34,314 630 7 263 370 1,270 3.7%       

福島県 沿岸部 15,941 1,244 145 151 319 1,859 11.7%       

  合 計 50,254 1,874 152 414 689 3,129 6.2% 7,228 0.43  年分 

  内陸部 47,827 460 40 175 318 993 2.1%       

茨城県 沿岸部 21,727 766 87 355 275 1,483 6.8%       

  合 計 69,553 1,226 126 530 593 2,476 3.6% 10,312 0.24  年分 

  内陸部 139,952 2,403 109 650 1,451 4,612 3.3%       

４県計 沿岸部 68,299 5,985 2,285 987 2,504 11,761 17.2%       

  合 計 208,251 8,387 2,394 1,637 3,955 16,373 7.9% ―     



２ 復興に向けた取組状況 
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平成24年9月25日（陸前高田市） 



（１）岩手県復興計画の概要 ① 構成及び期間 
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復興実施計画 
復興のために行う施策、事業及びその工程表等を明らかにするものであり、その施
策等の進め方から３つの期間に区分 

復興基本計画 復興に向けての「目指す姿」や原則、具体的取組等を明らかにするもの 

岩手県東日本大震災津波復興計画 

復  興  実  施  計  画 
 
 

 

 

第１期 
～基盤復興期間～ 
（平成23年度～平成25年度） 

復興基本計画 
（平成23年度～平成30年度） 

23年度      24年度      25年度      26年度      27年度      28年度      29年度      30年度 

第２期 
～本格復興期間～ 
（平成26年度～平成28年度） 

第３期 
～更なる展開への連結期間～   
（平成29年度～平成30年度）

 迅速な復興の達成と、平成31年度に策定が予定される県の次期総合計画を

見据え、平成23年度から30年度までの８年間を全体計画期間とする。 



（１）岩手県復興計画の概要 ② ３つの原則 
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「なりわい」
の再生 

「暮らし」 
の再建 

「安全」 
の確保 

 津波により再び人命が失われることのない
よう、多重防災型まちづくりを行うとともに、災
害に強い交通ネットワークを構築し、住民の
安全を確保する。 

 住宅の供給や仕事の確保など、地域住民それぞれ
の生活の再建を図る。 

 医療・福祉・介護体制など、生命と心身の健康を守
るシステムの再構築や、地域コミュニティ活動への支
援などにより、地域の再建を図る。 

 生産者が意欲と希望を持って生産活動を行うととも
に、生産体制の構築、基盤整備、金融面や制度面の
支援などを行うことにより、地域産業の再生を図る。 

 地域の特色を生かした商品やサービスの創出や高
付加価値化などの取組を支援することにより、地域
経済の活性化を図る。 

災害復興公営住宅（戸建）の完成イメージ 

共同利用漁船等復旧支援対策
事業で整備した定置網漁船 



（２）「安全」の確保 ①災害廃棄物の処理 
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生活環境に支障を及ぼす 
災害廃棄物は平成23年7
月までに概ね移動を完了 

平成26年3月末までの 
処理完了を目指し、 
他の都道府県の協力も 
得ながら広域処理 

がれき 
推計量 
（千t） 

仮置場への 
搬入量 
（千t） 

撤去率 
がれき推計量に
対する搬入量の
割合（％） 

処理量 
（千t） 

処理率 
 

がれき推計量に
対する処理量の
割合（％） 

沿岸市町村合計 5,253 5,065 96.4 3,616 68.8 

沿岸市町村の災害廃棄物（がれき）処理の進捗状況 

     岩手県公表データ（平成25年8月31日現在） 

※ 搬入量：市町村を通じて把握がなされた、仮置場への搬入されたがれきの量。 
※ 処理量：有価売却、原燃料利用、焼却やセメント焼成、埋立処分等により処理されたがれきの量。  

 
 
525万トンの混合廃棄物を一次仮置場においてコンクリートや金属など大まか
に分別した後、二次仮置場で処理施設の受け入れ条件に合わせるために破砕・
選別し、処理施設に運搬し処理。 

災害廃棄物の処理 

災害 
廃棄物 

 
525 
万t 

コンクリートがら 
約83万t 

金属くず 
約12万t 

 
     柱材・角材、可燃物、不燃物、津波堆積物、漁具・魚網等 
        約225万t 

復興資材 
として活用 

スクラップ 
として活用 

県内処理 約207万t 

焼却、埋立、リサイクル、復興資材として活用 

広域処理 約18万t 

東京都、静岡県、秋田県、青森県  

埼玉県、大阪府 等      

H24 
年度 

 
204 
万t 

処理済 

その他 約1.5万t 

本県の 
一般廃棄物の 
約１２年分相当 



（２）「安全」の確保 ②復興のまちづくり（面的整備） 
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     まちづくりに関する地域住民の十分な議論に基づく合意形成 

沿岸12市町村で 
復興計画等を策定済
（～H23年12月） 

復興計画等に基づく
具体的な土地利用計
画、導入事業の検討 

復興交付金 
事業等を活用 
した事業化 

復興まちづくり 
の事業実施 

■ まちづくり（面的整備）事業 

◇ 各市町村において、復興計画に基づき、住民の意向を踏まえながら、 
 事業計画の策定、造成工事等を推進中 

進捗状況 （平成25年8月31日現在） 
田野畑村 漁業集落防災機能強化事業 

事業名 実施市町村・実施地区数 都市計画決定
事業認可

（防集は大臣同意）
工事着工地区

造成完了地区
（一部完了含む）

都市再生区画整理事業 ７市町村・18地区 17地区 15地区 ５地区 ０地区

津波復興拠点整備事業 ６市町・10地区 ７地区 ４地区 1地区 ０地区

防災集団移転促進事業 ７市町村・53地区 53地区 16地区 ２地区

漁業集落防災機能強化事業 11市町村・40地区 14地区 ３地区



（３）「暮らし」の再建 ～住環境の整備～ 
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※ 「応急仮設住宅等」の（ ）書きは、平成23年7月29日以降の最大値 

  
  
  

応急仮設住宅等 

県内在宅 
災害 
公営 
住宅 

県外 合計 応急仮設 
住宅 

みなし仮設 

小計 民間賃貸 
住宅 

雇用促進 
住宅 

公営住宅等 
みなし仮設 

計 

戸数
（戸） 

12,107 2,364 642 154 3,160 15,267 

6,420 189 － 21,876 (H24.1.13     
13,228) 

(H23.10.21  
3,474) 

（H23.8.12 
837) 

(H23.7.29  
291) 

(△1,442) (△2,563) 

人数
（名） 

27,202 5,961 1,924 429 8,314 35,516 15,524 321 1,685 53,046 

人数割合 51.3% 11.2% 3.6% 0.8% 15.7% 67.0% 29.3% 0.6% 3.2% 100.0% 

応急仮設住宅等への入居状況 平成25年9月30日現在 

建物戸数（①） 入居戸数（②） 入居率（②／①） 

13,978戸 12,107戸 86.6％ 

 応急仮設住宅の入居率 平成25年9月30日現在 



（２）「暮らし」の再建 ～住環境の整備～  
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◇住宅復興の想定戸数（平成25年９月推計） 

災害公営住宅（県営及び市町村営） 約6,100戸 

持ち家の新規取得 約10,000～11,000戸 
マンション等の中高層住宅を含む。また、中
古住宅の購入も含む。 

持ち家の補修 約3,000～3,500戸 増築を含む。 

災害公営住宅以外の賃貸住宅 約3,000～3,500戸 賃家、アパート、賃貸マンション等 

計    約17,600～18,600戸 

岩手県住宅復興の基本方針 

◇災害公営住宅の進捗状況 

※１ 入札公告中、解体設計を含む。 

※２ 入札手続き、公告中を含み、造成を除く。 

※３ 「地権者内諾済」から「工事中」までの件数は、上段の内数、「工事中」と「工事完成」の件数は重複しない。 

※４ 進捗率は、「社会資本の復旧・復興ロードマップ」ベース。県全体6,086戸（県整備2,905戸、市町村整備3,181戸）における戸数割合（％） 

平成25年8月31日現在 

釜石市上中島災害公営住宅（全54戸） 

  県・市町村整備 合計 県整備 計 市町村整備 計 

  団地数 戸数 進捗率 団地数 戸数 進捗率 団地数 戸数 進捗率 

建設予定戸数 141 6,086 - 47 2,905 - 94 3,181 - 

地権者内諾済 105 4,119 67.7% 35 2,184 75.2% 70 1,935 60.8% 

用地取得済 設計中（※1）、設計済 77 3,120 51.3% 28 1,805 62.1% 49 1,315 41.3% 

工事中（※2） 20  905 14.9% 8  627 21.6% 12  278 8.7% 

工事完成 9  251   4.1% 2   42  1.4%  7  209 6.6% 



● 県が建設（市町村管理）する事例 

（３）「暮らし」の再建 ～住環境の整備（災害公営住宅の整備）～  
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【野田村野田地区】 

構造 木造 

階数・戸数 2階建て8戸（4棟） 

管理者 野田村 

入居時期 平成25年4月1日 

【釜石市平田地区】 

構造 鉄筋コンクリート造 

階数・戸数 7階建て126戸 

管理者 県 

入居予定時期 平成25年冬頃 

● 県が建設（県管理）する事例 

（完成予想図） 



（４）「なりわい」の再生 ～水産業の再生～ 
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ア）漁船、養殖施設の復旧・復興状況 
平成25年度末までの
復旧・整備計画 

復旧・整備 
完了数 

達成率 【参考】被災数 

新規登録漁船数（補助事業分） 6,800隻 5,976隻 87.9％ 13,271隻 

養殖施設の整備台数 19,885台 17,082台 85.9％ 25,841台 

《参考》稼動可能漁船数（平成25年8月31日現在） 

※第１期末（H26.3月末）の稼動可能漁船数は、補助事業での整備目標である6,800隻を含め、 
  10,600隻程度となる見込み。  

区分 平成24年4月～平成25年3月 平成20～22年同期平均 復旧率 

水揚量 113,381 t      170,224 t      66.6%  

水揚金額 16,133 百万円 22,796 百万円 70.8% 

イ）水揚の状況 

ウ）主要４港の製氷・冷蔵能力復旧状況 

被災を免れた漁
船数 

新規登録漁船数 
合計 

補助事業分 その他 

稼動可能漁船数 1,740隻 5,976隻 2,176隻 9,892隻※ 

（平成25年8月31日現在・累計） 

（平成25年6月末現在） 

※主要４港：久慈、宮古、釜石、大船渡 

区 分 冷 蔵 （ｔ） 冷 凍 （ｔ/日） 製 氷 （ｔ/日） 貯 氷 （ｔ） 

復旧率 77.6% 80.2% 111.6% 99.7% 

区分 平成25年産 平成20～22年産平均 復旧率 

生産量 16,248 t      22,131 t     72.6% 

生産額 1,982 百万円 4,119 百万円 47.5% 

《参考》ワカメの生産状況 

共同利用施設の復旧支援により整備
した製氷・荷捌き施設（釜石市） 



３ 復興の現状と課題 
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（１）進む人口減少 ～「いわて復興インデックス」より～ 
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■平成25年７月１日現在の沿岸部の人口は253,162人であり、震災前（平成23年３月１日現在）
と比較すると、19,775人（7.2％）の減少となっている。 

■平成23年３月から平成25年6月にかけての沿岸部の社会増減は累計8,696人の減少となって
いる。 
 

→減少は続いているが、その減少幅は震災前の水準に戻っている。 
 
   

 （「第７回いわて復興インデックス」より） 

東日本大震災津波 



（２）被災者の現状 ～「いわて復興ウォッチャー調査」結果の推移～ 
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復興の進捗に対する被災地の実感 

 「回復した＝５」「やや回復した＝４」「どちらとも言えない＝３」「あまり回復していない＝２」「回復していない＝１」としてポイント化し、

平均スコアを算出、時系列に推移を表したもの。 

調査 

時期 



（３）迅速な復興のための主要課題 
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 ① 被災地復興のための人的支援とその財源措置 
■被災地のまちづくりや災害公営住宅等ハード事業を担う技術職員の不足 

■用地買収、埋蔵文化財調査等の専門的知識・経験を有する職員の不足 

【現状等】 
 ○ 県では、任期付職員の採用、退職者の再任用などによる職員の増員を行うとともに、被災市町村 
  支援のための職員派遣などを行っているところ。 
   しかし、復興事業が本格化する中、膨大な業務を遂行するため、更なるマンパワーが必要と 
  なっている。 

 ○ 被災市町村における必要職員数 

 ◆平成24年度 （平成25年3月末現在） 

  ① 要請数      366名 

  ② 中長期職員派遣決定者 

 

 

 

 ◆平成25年度  職員派遣の調整状況（平成25年9月1日現在） 

 

 

久慈市 野田村 
田野畑
村 

岩泉町 宮古市 山田町 大槌町 釜石市 
大船渡
市 

陸前 
高田市 

一関市 計 

１ １４ ９ ２ ３０ ２７ ８１ ４２ ４８ ６５ ２ ３２１ 

要請数 応諾数 要請に対する充足率 

５９８名 ５５５名 ９２．８％ 



（３）迅速な復興のための主要課題 
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 ② 復興財源の確保と自由度の高い財源措置 
■復興が実現するまでの間の、確実な財源の確保 

■被災状況や、事業制度の違いによる支援格差など、地域の実情に応じて地方が創意工夫し、復興事業
を推進するための自由度の高い財源措置 

【現状等】 

○ 岩手県の東日本大震災津波関連予算の概要（単位：億円） 

   
 

 

○ 取崩し型復興基金 
    被災団体が地域の実情に応じて、住民生活の安定やコミュニティの再生、地域経済の振興・雇用維持等について、単年度予算の枠に縛られずに 
   弾力的かつきめ細かに対処できる資金（単位：億円） 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 

●まちづくりの進捗に伴い、被災者の「住まい」「なりわい」に関するニーズが多様化 
 ① 国の平成24年度補正予算により、住宅再建支援に対する特別交付税215億円が追加措置されたところ。 
 ② 一方、まちづくりの具体化とともに中小事業者の再建支援など、「なりわいの再生」に対するニーズが高まっており、事 
  業中途における基金の早期枯渇が懸念されるところ。 

平成22年度予算から平成24年度2月までの現計予算 12,707 

平成25年度当初予算及び補正予算（９月補正提案分含む） 5,332 

合計 18,039 

＜主な活用事業＞ 

○被災者住宅再建支援事業費補助 

○中小企業被災資産復旧事業費補助 

○震災復興事業用地取得事業 

○仮設店舗等整備事業 

原資 配分 

特別交付税（総務省） 635 市町村交付金 425 

クウェートからの支援金 84 県事業 300 

寄付金 6 

計 725 計 725 



（３）迅速な復興のための主要課題 
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 ③ 事業用地の円滑な確保に向けた特例措置 

■所有者不明や相続未処理などの課題を有する事業用地を円滑に取得するため、 不明所有者
に代わり市町村が管理できるなどの特例措置や、土地収用における事業認定手続の迅速化等 

【現状等】 
○ 権利者調査の状況（平成25年8月末現在） 

  災害復旧事業で整備する防潮堤や、復興交付金による道路事業、災害公営住宅等の取得予定用地につ
いて、139地区、約4,462件の権利者調査を実施した結果、約1,535件（約３割）に相続未処理や多数共有等
の懸案事項が存在 

 
 
 
 
 
 

○ 国の加速化措置：片岸海岸防潮堤事業（釜石市）をモデルケースとして対応 
  ・財産管理制度の円滑な活用（弁護士会等との連携強化や財産管理人選任期間の短縮など） 
  ・土地収用手続の迅速化（モデル申請書の作成や審査期間の短縮など） 
○ 用地取得の本格化に伴い、同時期に多数の箇所が集中するとともに多数相続等の難航案件も相当数 
 見込まれることから、現行制度の改善策によってもなお膨大な労力と時間を要する。 

地区数 件数 

懸案件数 

懸案割合 
所有者不明 行方不明 共有 

（複数所有者） 

相続 
未処理 

抵当権等 重複調整 合計 

139 4,462 29 28 214 658 686 △80 1,535 34.4％ 



４ 新たな飛躍に向けて 
   ～国際科学技術研究の推進～ 

20 



国際科学技術研究の推進 
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◆国際リニアコライダー  
・日本が世界をリードする粒子線加速器を核とし
た「国際素粒子・エネルギー研究所」を東北地
方に創設  
・その中核となる「素粒子物理・物質生命科学研
究拠点」に『国際リニアコライダー（ＩＬＣ)』の建
設候補地  
・超伝導、半導体、電磁石、光学素子、スーパー
コンピュータ、センサ技術、精密加工、材料工
学など多岐にわたる産業の集積を推進 
・さらに新たなエネルギー、先端医療の国際研
究拠点の形成を目指す。 

 
・三陸をフィールドとした大規模地震、津波発生メカ
ニズムなどの防災研究拠点の形成 

・防災に関する、まちづくり、人材教育・訓練、 メモリ
アル、災害避難、支援物資備蓄・供給等の拠点設
置  
・災害関連データの蓄積と防災モデル都市の形成  
・世界中の人々への地震津波に関する情報発信 

◆マリンサイエンス（海洋・水産）研究分野  
 ・海洋物理、海洋生態系、水産研究などの国
際的、総合的な研究拠点整備と研究機関の
誘致  

 ・「いわて海洋研究コンソーシアム」を核とした
東北マリンサイエンス拠点形成事業成果の
地域還元  

◆海洋再生可能エネルギー研究分野 
 ・海洋エネルギー実証フィールド（日本版ＥＭ
ＥＣ）の設置 

 ・洋上風力発電、波力発電など海洋エネル
ギーの導入  

国際海洋研究拠点 

国際素粒子・エネルギー研究拠点 

国際防災研究拠点 

『国際研究交流拠点形成』プロジェクト 
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国際科学技術研究の推進 国際ﾘﾆｱｺﾗｲﾀﾞｰ（ILC） 

・全長31～50kmの地下トンネルに建設される加速器を中心とした 

大規模研究施設 

・電子と陽電子を光速度まで加速し、衝突させることで宇宙誕生＝
ビッグバン直後の状態を再現し、質量の起源や時空構造、宇宙誕生
の謎の解明を目指す 

・世界中の研究者が協力し、世界に一つだけ建設する計画が進んで
いる。 

国際リニアコライダー（ILC）とは 

◆ 今後、我が国への誘致についての政府判断、関係国との協議を 
 経て、建設地及びスケジュールが決定されていくこととなる。 

【誘致へ向けた状況】 
・ 平成25年8月23日、ILC立地評価会議が、ILCの国内建設候補地として北上山地（岩手県～宮城県） 
 を選定 
 
・ 平成25年8月30日に公表された文部科学省の平成26年度予算概算要求において、「国際リニアコライダー 
 ＩＬＣ計画に関する調査検討費」として５,０００万円が計上された。 



岩手は必ず復興を果たします。 
引き続きのご支援、ご協力をお願い申し上げます。 
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